
[みゅうみゅうみゅうみゅう] 個人旅行のペルー

ナスカの地上絵遊覧飛行日帰り

日次日次日次日次 時間 都市 スケジュール 食事

1

04:30

05:00

09:00

13:00

14:00

18:00

リマ

ピスコ

またはイカ

リマ

リマ市内のホテルへお迎えにあがります。

日本語ガイドとともに一路ピスコへ（242km／約4時間）

到着後、セスナ遊覧ご案内（約1時間30分）

※セスナ遊覧はイカ発着となる場合がございます。

遊覧後、レストランにて昼食

昼食後リマへ（242km／約4時間）

リマ到着後、各ホテルへお送りいたします。

朝：

－

昼：○

夜：

－

料金料金料金料金 1名様 450USドル（2名様以上でのお申込みの場合）

（1名様のみでお申込みの場合、800USドル）

2016年年年年設定日設定日設定日設定日 毎日催行毎日催行毎日催行毎日催行

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数

最大定員最大定員最大定員最大定員

1名

38名

含まれるサービス含まれるサービス含まれるサービス含まれるサービス
リマ～ピスコ（またはイカ）往復ツアー車両代、日本語ガイド

セスナ遊覧、ランチ、ガイドやドライバーへのチップ

注意事項とご案内

・リマのホテルはミラフローレス地区またはサンイシドロ地区に限ります。それ以外の地区のホテルにご宿泊の場合は追加料金が

発生します。

・ピスコ空港、またはイカ空港 空港税は含まれておりません。各自お支払いください。

（空港税の目安：ピスコ空港 約5ＵＳＤ イカ空港 約12ＵＳＤ(レートにより変動いたします。）

・セスナのフライト時間は前日午後まで確定しません。それに伴ってホテル出発時間も変動します。前日のご連絡先（ホテル名

等）を事前にお知らせいただきますようお願いします。

・事前にパスポートナンバーをお知らせいただく必要があります。



[みゅうみゅうみゅうみゅう] 個人旅行のペルー

リマ半日市内観光（午前・午後）

日次日次日次日次 時間 都市 スケジュール 食事

1

午前発 午後発

09:00 14:00 

13:00      18:00

リマ リマ市内のホテルへお迎えにあがります。

日本語ガイドとともにリマ市内観光

入場：サンフランシスコ教会（地下墓地を含む）*¹ *²

下車：アルマス広場 大統領官邸 カテドラル

ラルコマールショッピングセンターにてフリータイム

（約1時間）

観光後、各ホテルへお送りいたします。

朝：

－

昼：

－

夜：

－

料金料金料金料金 1名様 65USドル （2名様以上でのお申込みの場合）

(1名様のみでお申込みの場合、130USドル）

2016年年年年設定日設定日設定日設定日 毎日催行毎日催行毎日催行毎日催行

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数

最大定員最大定員最大定員最大定員

1名

38名

含まれるサービス含まれるサービス含まれるサービス含まれるサービス
日本語ガイド・ガイドやドライバーへのチップ

ツアー車両代

注意事項とご案内

・リマのホテルはミラフローレス地区またはサンイシドロ地区に限ります。それ以外の地区のホテルにご宿泊の場合は追加料金が

発生する場合がございます。

*¹サンフランシスコ教会入場料は含まれておりません。各自お支払いください。
*²サンフランシスコ教会が急な閉館などの場合、外観からの見学のみになります。



[みゅうみゅうみゅうみゅう] 個人旅行のペルー

クスコ半日市内観光（午前・午後）

日次日次日次日次 時間 都市 スケジュール 食事

1

午前発 午後発

10:00 14:00 

12:30      16:30

クスコ クスコ市内のホテルへお迎えにあがります。

日本語ガイドとともにクスコ市内観光

入場：コリカンチャ（サントドミンゴ教会）*¹ *²

下車：アルマス広場 カテドラル 12角の石

観光後、各ホテルへお送りいたします。

朝：

－

昼：

－

夜：

－

料金料金料金料金 1名様 80USドル （2名様以上の場合）

（1名様のみでお申込みの場合、160USドル）

2016年年年年設定日設定日設定日設定日
毎日催行毎日催行毎日催行毎日催行

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数

最大定員最大定員最大定員最大定員

1名

28名

含まれるサービス含まれるサービス含まれるサービス含まれるサービス
日本語ガイド・ガイドやドライバーへのチップ

ツアー車両代

注意事項とご案内

・クスコのホテルは市街地周辺地区に限ります。クスコ空港からのお迎えまたはお送りは追加料金が発生します。

*¹コリカンチャ（サントドミンゴ教会）入場料は含まれておりません。各自お支払いください。

*²コリカンチャ（サントドミンゴ教会）は日曜午前中・祝日は閉館となり、外観からの見学のみとなります。

また急な閉館の場合、外観からの見学のみとなります。



[みゅうみゅうみゅうみゅう] 個人旅行のペルー

世界遺産マチュピチュ終日観光

日次日次日次日次 時間 都市 スケジュール 食事

1

4:15

6:40

8:00

9:30

11:30 

12:30

14:30

16:00

18:30

クスコ

オリャンタイタンボ

マチュピチュ村

マチュピチュ遺跡

マチュピチュ村

オリャンタイタンボ

クスコ

クスコ市内のホテルへお迎えにあがります。

日本語ガイドとともに、オリャンタイタンボ駅へ

列車にて、マチュピチュ駅へ（列車指定なし）

マチュピチュ村到着後、シャトルバスに乗り換え

マチュピチュ遺跡へ

日本語ガイドと、マチュピチュ遺跡を見学します

（約2時間見学）

シャトルバスにて、マチュピチュ村へ

昼食は各自お召し上がりください。

列車出発までマチュピチュ村でフリータイム

列車にてオリャンタイタンボ駅へ （列車指定なし）

日本語ガイドとともに、クスコのホテルへ

クスコ到着後、クスコ市内の各ホテルへお送りいたします。

朝：

－

昼：

－

夜：

－

料金料金料金料金 1名様 390USドル （2名様以上でのお申込みの場合）

（1名様のみでお申込みの場合、750USドル）

2016年年年年設定日設定日設定日設定日
毎日催行毎日催行毎日催行毎日催行

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数

最大定員最大定員最大定員最大定員

1名

28名

含まれるサービス含まれるサービス含まれるサービス含まれるサービス
日本語ガイド・マチュピチュ遺跡入場料・オリャンタイタンボ-マチュピチュ村

往復列車代（列車指定なし）・マチュピチュ村－マチュピチュ遺跡 往復シャトル

バス・ガイドやドライバーへのチップ クスコ―オリャンタイタンボ駅 往復ツア

ー車両代

注意事項とご案内

・オリャンタイタンボーマチュピチュ間の列車指定はございません。上記時間は手配列車により変更になります。上記は目安時間

となります。

・列車に持ち込める荷物には制限がございます。

・事前にパスポートナンバーをお知らせいただく必要があります。



[みゅうみゅうみゅうみゅう] 個人旅行のペルー

世界遺産マチュピチュ1泊2日の旅
日次日次日次日次 時間 都市 スケジュール 食事

1

13:30

16:30

18:00

クスコ

オリャンタイタンボ

マチュピチュ村

ホテルへお迎えにあがります。

日本語ガイドとともに出発 オリャンタイタンボへ

列車にてマチュピチュの麓、マチュピチュ村へ

マチュピチュ駅到着

徒歩にてホテルへ

※ マッサージ＆夕食のオプショナルツアーをご用意してい

ます。

宿泊：各カテゴリーホテルの宿泊が含まれます。

昼：

―

夜：

－

2

08:00

12:00

14:30

16:00

18:00

マチュピチュ村

マチュピチュ遺跡

マチュピチュ村

オリャンタイタンボ

クスコ

ホテルにて朝食

シャトルバスにて日本語ガイドとともにマチュピチュ遺跡へ

マチュピチュ遺跡観光（約2時間)

出発までアグアスカリエンテス村にて買い物や散策の時間を

おとりします。

※ ご希望の場合マチュピチュ延泊プランもございます。

この場合、復路はガイドなしでの移動となります。

列車にて再びオリャンタイタンボへ

バスにてクスコのホテルへ

クスコ到着後、各ホテルへお送りいたします。

朝：○

昼：

－

夜：

－

注意事項とご案内

・マチュピチュへの列車内に持ち込める荷物は制限があります。スーツケースはクスコのホテルにお預けいただき、1泊分の手荷

物にてご参加ください。

・オリャンタイタンボーマチュピチュ間の列車指定はございません。上記時間は手配列車により変更になります。上記は目安時間

となります。

・クスコのホテルは市街地周辺地区に限ります。クスコ空港からのお迎えまたはお送りは追加料金が発生します。

・事前にパスポートナンバーをお知らせいただく必要があります。



[みゅうみゅうみゅうみゅう] 個人旅行のペルー

世界遺産マチュピチュ1泊2日の旅

含まれるサービス含まれるサービス含まれるサービス含まれるサービス
クスコ～オリャンタイタンボ往復ツアー車両代、日本語ガイド、

オリャンタイタンボ～マチュピチュ（アグアスカリエンテス）往復列車

マチュピチュ遺跡入場料、ガイドやドライバーへのチップ

ホテル宿泊代（朝食付き）

＊デラックスホテルの場合のみ、夕食がついております。

利用ホテル利用ホテル利用ホテル利用ホテル スタンダードホテル：ハトゥン・サマイ、サントゥアリオ、インカ・タウン、プレ

ジデンテ、インティ・プンク・マチュピチュ、インティ・プンク・イン

スーペリアホテル：エル・マピ、ハトゥン・インティ、ティエラ・ビバ・マチュピ

チュ、カサ・アンディーナ・クラッシック・マチュピチュ、タイピカラ、カサ・デ

ル・ソル, ワマン、ハトゥンインティブティック

デラックスホテル：スマック、インカテラ・マチュピチュ・プエブロ

料金料金料金料金
スタンダードホテル 520ドル (1名様あたり/2～3名一室利用時)*¹

55ドル(シングル部屋利用時の追加料金)

1100ドル(1名様のみご参加の場合）*²

スーペリアホテル 580ドル (1名様あたり/2～3名一室利用時)*¹

105ドル(シングル部屋利用時の追加料金)

1300ドル(1名様のみご参加の場合）*²

デラックスホテル 740ドル (1名様あたり/2～3名一室利用時)*¹

210ドル(シングル部屋利用時の追加料金)

1660ドル(1名様のみご参加の場合）*²

*¹ 2名様以上でのお申込みの場合

*² 1名様のみご参加の場合の料金にはシングル部屋利用追加代金が含まれておりま

す。

2016年年年年設定日設定日設定日設定日
1月1日～3日（年末年始） 3月21日～28日（イースター）

6月22日～26日（インティライミ） 7月28日・29日（独立記念日）

12月23日～12月31日 （クリスマス・年末年始）

以外の毎日催行

最少催行人数最少催行人数最少催行人数最少催行人数

最大定員最大定員最大定員最大定員

1名

28名



[みゅうみゅうみゅうみゅう]ペルーペルーペルーペルー 追加サービス

リマリマリマリマ

サービスサービスサービスサービス 料金料金料金料金

空港トランスファー空港トランスファー空港トランスファー空港トランスファー

日本語アシスタント

専用車

（他のお客様との混載あり)

ドライバーやアシスタントへのチップを含みます

1名

2名

3名

4名

USD 90

USD 45

USD 35

USD 30

ミールクーポンミールクーポンミールクーポンミールクーポン

Mangosにて選べるメニューの夕食

*送迎・日本語ガイドは含まれておりません。
USD 40

ディナートランスファーディナートランスファーディナートランスファーディナートランスファー

日本語アシスタント

専用車

ドライバーやアシスタントへのチップを含みます

1名

2名

3名

4名

USD 90

USD 45

USD 35

USD 30

国内線国内線国内線国内線リマ～クスコ往復リマ～クスコ往復リマ～クスコ往復リマ～クスコ往復

LAN PERU

STAR PERU 

USD 450

USD 400

クスコクスコクスコクスコ

サービスサービスサービスサービス 料金料金料金料金

空港トランスファー空港トランスファー空港トランスファー空港トランスファー

日本語アシスタント

専用車

（他のお客様との混載あり)

ドライバーやアシスタントへのチップを含みます

1名

2名

3名

4名

USD 50

USD 25

USD 20

USD 18

ミールクーポンミールクーポンミールクーポンミールクーポン
Tunupaにて民族舞踊とビュッフェディナー USD 25

ディナートランスファーディナートランスファーディナートランスファーディナートランスファー

日本語アシスタント

専用車

ドライバーやアシスタントへのチップを含みます

1名

2名

3名

4名

USD 80

USD 40

USD 25

USD 22

マチュピチュマチュピチュマチュピチュマチュピチュ

＊国内線も各社可能です。お問い合わせください＊国内線も各社可能です。お問い合わせください＊国内線も各社可能です。お問い合わせください＊国内線も各社可能です。お問い合わせください。

サービスサービスサービスサービス 料金料金料金料金

マッサージ＆マッサージ＆マッサージ＆マッサージ＆夕食夕食夕食夕食

日本語アシスタント

マッサージ

Indio Felizにてセットディナー

ガイドへのチップを含みます

1名

2名

USD 140

USD 125

ミールクーポンミールクーポンミールクーポンミールクーポン Sanctuary Lodgeにてビュッフェランチ USD 50

ミールクーポンミールクーポンミールクーポンミールクーポン TOTO’S HOUSE にてビュッフェランチ USD 35

ミールクーポンミールクーポンミールクーポンミールクーポン Indio Felizにてセットディナー USD 35



[みゅうみゅうみゅうみゅう]ペルーペルーペルーペルー ホテル

リマリマリマリマ （一部屋あたりの料金）

ホテルホテルホテルホテル クラクラクラクラ

スススス

料金料金料金料金

LEON DE ORO INN & 

SUITES
STD

ミラフローレス地区の中心に位置し、ショッピングセン

ター「ラルコ・マル」へも徒歩圏内の家庭的なホテルで

す。

TWN

SGL

USD 86

USD 86

JOSE ANTONIO SPR
ミラフローレス地区の中心に位置し、近代的な外観と落

ち着いた内装で人気の4つ星ホテル。周辺にレストラン

も多く、便利です。

TWN

SGL

USD 126

USD 126

DOUBLE TREE EL PARDO 

BY HILTON
DLX

ホセ・パルド大通り沿いに建つモダンな5つ星ホテル。

ミラフローレス地区の中心、ケネディー公園にも徒歩5

分という使い勝手の良いロケーションです。

TWN

SGL

USD 247

USD 247

クスコクスコクスコクスコ （一部屋あたりの料金）

マチュピチュマチュピチュマチュピチュマチュピチュ（延泊プラン（延泊プラン（延泊プラン（延泊プラン) （一部屋あたりの料金）

ホテルホテルホテルホテル クラクラクラクラ

スススス

料金料金料金料金

SAMAY STD
日本人宿泊客も多い3つ星ホテル。ホテルの近くには民

芸品のマーケットがあり、お土産品購入にも便利です。

TWN

SGL

USD 84

USD 84

SAN AGUSTIN PLAZA SPR

2014年に改装を終えたばかりの真新しいホテル。コリカ

ンチャの目の前に位置し、レストランからはコリカンチ

ャを望むことができます。

TWN

SGL

USD 125

USD 125

JW MARRIOTT DLX

アルマス広場近くに位置するクスコ屈指の5つ星ホテル。

レストランやバーの雰囲気もいい。酸素ルーム（別料

金）もあります。

TWN

SGL

USD 437

USD 437

ホテルホテルホテルホテル クラクラクラクラ

スススス

料金料金料金料金

HATUN SAMAY STD

アグアスカリエンテス駅側に位置、徒歩で約3分です。

内装はリノベーションされており、小奇麗な印象の家庭

的なホテルです。

TWN

SGL

USD 100

USD 100

EL MAPI SPR
村の繁華街、マチャクテク通りにある、外観がモダンな

スーペリアホテル。買い物や観光、全てにおいて便利な、

大型ホテルです。

TWN

SGL

USD 243

USD 243

SUMAQ DLX

ウルバンバ川沿いに建つ村初の5つ★ホテル。マチュピ

チュ行バスも、ホテル前で乗降車可能です。料金には夕

食も含まれます。

TWN

SGL

USD 640

USD 530

適用除外日：適用除外日：適用除外日：適用除外日：

1月1日～3日（年末年始） 3月21日～28日（イースター）6月22日～26日（インティライミ） 7月28

日・29日（独立記念日）12月23日～12月31日 （クリスマス・年末年始）



[みゅうみゅうみゅうみゅう]ペルーペルーペルーペルー ご案内

ご案内ご案内ご案内ご案内

このパンフレットに掲載商品の運行会社は、ドミルストラベルとなります。各ツアーはペルーの

法に準拠して実施されるものです。

※お客様の人数がツアー開始日の前日から起算して30日前までに各コースに記載した最少催行人数に達していない場

合、催行を中止します。土・日・祝日・年末年始の受け付けは翌営業日（月曜等）の扱いとさせていただきますので

予めご了承ください。

※お申し込みはツアー開始日の前日から起算して15日前まで承ります。

（マチュピチュのホテル、グレードアッププランは30日前までにお申し込みください。）

※空港トランスファー、半日観光、ミールクーポン、ホテルの追加プランは、サービス開始日から起算して15日前ま

で承ります。

※参加年齢は3歳からとなります。（2歳以下のお子様の参加はお断りさせていただきます。）

※ナスカの地上絵遊覧飛行は悪天候の場合、ピスコまたはイカにて天候の回復を待ちますが、回復しない場合はフラ

イトを中止する場合があります。その場合はフライト代は返金されませんのであらかじめご了承ください。

※クスコは標高3,360mの高地のため、頭痛や吐き気、めまいといった高山病を起こす場合があります。滞在中はゆっ

くりとした行動を心がけ、普段より多く水分を摂取するようにしてください。

※お申込み日に関わらず、満席に達した場合等、ご希望日にご参加いただけない場合があります。

※天災、ストライキ、戦乱、政変、災害、地変やその他の不可抗力の理由により、安全確保が困難と判断した場合は、

ご予約確定後であっても当該サービスを中止する場合があります。

※記載している所要時間及びスケジュールは目安です。現地交通状況や現地事情ならびに予約必須箇所の予約が取得

できない場合は、ツアーを不催行もしくは代替箇所へのご案内となる場合があります。

※出発時間はピックアップ場所により30分ほど前後する場合がございます。

※個人的費用（食事中のお飲み物、ホテルでの個人経費など）および表記にないものは料金に含まれません。

※食事の記載がない場合、食事代は含まれません。お食事時の飲み物代はお客様負担となります。

※明記されている場合を除き、子供料金の設定はありません。

※明記されている場合を除き、他のお客様との混乗となります。

※お荷物の運搬はお客様ご自身で行っていただきます。ホテルでのポーター代は含まれず、ドライバー及びガイド

（アシスタント）業務にもポーターサービスは含まれません。

※ホテルは分宿となる場合があります。

※ホテルの指定はできかねます。隣室など部屋に関するリクエストもお受けできかねます。

※同行するガイド（アシスタント）は同宿せず、別のホテルに宿泊する場合があります。

※ペルーでは多くのホテルがバスタブの付いていないシャワーのみのお部屋となります。

※相部屋はお受けできませんのでお1人の参加の場合は、一人部屋追加代金が必要となります。

※朝食は、特に記載がない限り、コンチネンタル・ブレックファーストとなります。

※基本的にツインルームとなりますが、お部屋によってはダブルルームになる場合がございます。

※トリプルルームはリクエスト受けにて承りますが、トリプルルームをご用意することができない場合、２人部屋と

１人部屋に分かれ、１人部屋追加代金が必要となります。トリプルルームのご用意ができた場合の料金はツイン利用

時と同額となります。

※イースター（3/21～28）インティ・ライミ(6/22～26)、クリスマス及び年末年始は料金の値上がりやご予約いただけ

ない場合がございます。

※料金・内容・条件は2015年10月現在の情報を元に記載しています。



[みゅうみゅうみゅうみゅう]ペルーペルーペルーペルー ご案内

取消料取消料取消料取消料

世界遺産マチュピチュ2日間・マチュピチュ終日観光

催行日の前日から起算して30日前まで 不要

催行日の前日から起算して29日目以降15日前まで 料金の50％

催行日の前日から起算して14日前～当日及び無連絡の不参加 料金の100％

ナスカの地上絵遊覧飛行日帰り

催行日の前日から起算して15日前まで 不要

催行日の前日から起算して14日目以降8日前まで 料金の50％

催行日の前日から起算して7日前～当日及び無連絡の不参加 料金の100％

リマ市内観光・クスコ市内観光

催行日の前日から起算して8日前まで 不要

催行日の前日から起算して7日目以降4日前まで 料金の50％

催行日の前日から起算して4日前～当日及び無連絡の不参加 料金の100％

ホテルの追加プラン

催行日の前日から起算して15日前まで 不要

催行日の前日から起算して14日前～当日及び無連絡の不参加 料金の100％

空港トランスファー、ミールクーポン

催行日の前日から起算して8日前まで 不要

催行日の前日から起算して7日目以降4日前まで 料金の50％

催行日の前日から起算して3日前～当日及び無連絡の不参加 料金の100％


